誰もが安心感に満ちた、自分らしい、
いきいきとした暮らしを実現できる地域コミュニティづくりに向けて
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ƫǁƋƞतஷر
城東区地域福祉ビジョン

城東区は、交通アクセスが良く生活に便利なことからも、人口密度がとても高い住宅都市です。高齢者の増加だけでなく、マンションを
中心に子育て世帯も増加していて、少子高齢化の時代にあっても、城東区の区勢は今後もしばらく衰えない見通しとなっています。また、
城東区は町会加入率がとても高く、従来から多様な地域福祉

？
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１（はてなワード：裏面参照）
の取り組みが活発です。

このような区の特徴（強み）を活かして、住宅都市にふさわしい、住民の暮らしを重視した福祉のまちづくりを進めることは、未来の城
東区を見すえるうえでとても重要です。城東区地域福祉ビジョンは、共に生き、共に暮らす地域福祉の理念を実現することを目指し、すべ
ての区民、団体、事業者、
区役所などが、
協力しあいながらそれぞれの取り組みを進めていく手がかりとなるように策定しました。

城東区地域福祉

ビジョンとは

重点的に取
「ふるさと城東」をつくろう
（まちづくり）
従来からの地域団体や支援機関などによる活発な活動を基盤に、地
域福祉活動への多様な主体の参画・連携・協働を進めることでつなが
な
なが
りを深め、誰もが愛着を持てる「ふるさと城東」
を目指します。
①だれもが孤立しない豊かな地域をつくろう
②地域の福祉活動をさらに発展させよう
③校下における地域福祉アクションプランを活性化しよう
④いろいろな団体、組織と協力しよう

安心安全のネット
（防災・セーフ
各校下における防災意識の高まりや「安
え、配慮や支援が必要な住民の把握など
に力を入れます。

①災害が起きても、だれもが安全な避難
②支援が必要な人を早期に見つけ、孤立

どんな問題も解決できる
相談支援の体制をつくろう

？
？

（相談支援ネットワーク）
従来からの福祉分野ごとの相談窓口に加え、地域における、状況やニーズ
に応じた専門的な相談体制づくり、専門機関の分野・職種横断的なつなが
りづくり、
多様な当事者・家族のつながりづくりを進めていきます。

［策定の経過］
大阪市では市政改革プランに基づき、
「ニア・イズ・ベター」？ 2 の考えのも
と新しい区政運営に向けて、地域福祉
の推進についても各区で主体的に取り
組むこととなりました。城東区では地域
福祉アクションプラン ？ 3 のメン
バーにより平成25年度に地域福祉推進
計画検討チームを結成し、
城東区において
の地域福祉のあり方について議論を重ね、
地域福祉ビジョンの完成にいたりました。
WOR

①困り事があれば身近で相談できる仕組みをつくろう
②専門相談機関の連携を強化しよう
③地域の様々な担い手のネットワークを拡げよう

D

基本的な

城東区地域福祉ビジョンは、次の
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［位置付け］
この地域福祉ビジョンは、大阪市地域
福祉推進指針 ？ 4 を参考に、また城
東区将来ビジョン ？ 5 を踏まえて策
定したものです。この指針に基づき、す
べての区民、団体、事業者、区役所など
が協働して取り組みを進めていきます。
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［取り組み期間］
取り組み期間については、平成26年
度〜29年度とし、その間、必要に応じて
見直すこととします。

校区のつながりを
基礎にした取り組みを
進めます
地域の福祉活動は、
顔の見える関係が基本となることから、
小学校区が基礎となることを

全ての
団体、事業者
力を合わせて

区民及び各種

区社会福祉協議会
福祉サービス事業

絶えず念頭に置き

ＮＰＯ、
企業、
商店

取り組みを進めます。

担い手も発掘

長年つちかわれてきた助け合い・支えあいの「気風」を継承しなが
ら、分野や領域にとらわれずに、地域における豊かな人材が活躍で
きる仕組みづくりを進めます。
①地域の人材を発掘しよう
②新たな担い手を育成しよう
③城東区の福祉の伝統を未来に継承していこう

トワークをつくろう
ティーネット）

心カプセル」？ 6 の広がりなどを踏ま
、誰も取り残されない、孤立を防ぐ取組み
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難、安心な避難生活ができる地域をつくろう
立死を防ごう

一人ひとりの人権を大切に
しよう（権利擁護）
後を絶たない深刻な虐待ケース、悪質な訪問販売や詐欺など
を念頭に、一人ひとりの人権が損なわれることのないような、多
様な目線での仕組みづくり、関係づくりを進めます。

地域福祉ビジョンの

次世代の地域福祉の担い手を
育てよう
（人材育成）

着実な実現のために

取り組むこと

①虐待のない地域を目指そう
②一人ひとりの生活をまもろう
③福祉サービスの質を高めよう

な考え方

の３点を基本的な考え方とします。

の区民、
者、区役所等が
て取り組みます

種地域団体、

会、社会福祉法人、

者、区役所に加え、

店街など新たな

していきます。

支援を必要とする人を
地域で支える共生のまちを
目指します
障がいのある方など
支援を必要とする人を、地域で包み込み、
平常時も非常時も助け合える
共生のまちづくりを目指します。

取り組みを進めていくにあたっては、
まず各校下では、校下アクションプラン
チームを中心に、定期的に地域の福祉
の状況に関するチェックを行います。区
レベルでは、アクションプランメンバー
の代表や各専門機関より構成される城
東区地域福祉ビジョン推進チームによ
り、全体の活動状況のチェック・検討を
行い、区へ報告・提案を行います。区は
報告・提案を踏まえて、区政会議に意見
を諮りながら、必要に応じて進め方の見
直しを行います。また、地域福祉ビジョ
ンを実現するために新たな施策が必要
な場合は、予算化し実施に努めます。

従来の大阪市地域支援システムに代わり、城東区ではビジョ
ンを実行する仕組みとして、城東区地域支援システムを構築
します。地域レベルの取り組みと区レベルの取り組みを有機
的に結合し、各校下の取り組みを、区役所が関係機関と連携
してサポートします。

城東区地域支援システム図
（新たな地域福祉 イメージフロー）

連携

意見

大阪市
（局）

区役所

区政会議

調整

報告
提

言

地域福祉ビジョン推進チーム
高齢者福祉分野

障がい者福祉分野

・高齢者支援専門部会

児童福祉分野

・地域自立支援協議会

地域福祉分野

・子育て支援専門部会
・子育て支援連絡会

意見反映

報告

・アクションプランプロジェクトチーム
・地域福祉支援員連絡会

提案

専門支援機関
区社会福祉協議会

福祉関係施設

医療関係機関

支

保健福祉センター

援

支
援

援
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小学校下

地域住民

支

？ 10

ネットワーク
委員会

校下社会福祉
協議会

ＮＰＯ
企業

談

・地域福祉活動
（アクションプラン等）
・避難行動要支援者対策

地域福祉支援員

地域振興会等
地域団体

Ｄ 地域包括支援センター

相

援
援

談

援

Ｃ 地域包括支援センター

相

支

支

談

支

談

Ｂ 地域包括支援センター

相

援
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包括圏域
？

Ａ 地域包括支援センター

福祉施設
医療機関

地域活動協議会
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城東区のまちの今
城東区が100人のまちだったとしたら、それぞれこれくらいの人がいます。

165,832人

人口

13.2人（21,903人）

65歳以上の人

21.8人（36,210人）

※※

5.1人（8,498人）

外国人

2.3人（3,877人）

世帯数
高齢者単身世帯数
※
※※
※※※

※※※

障害者手帳のある人

城東区

15歳未満の人

76,043世帯
9,182世帯（全世帯の12.1％）

人口、
（ ）内の人数、世帯数、高齢者単身世帯数は平成22年国勢調査による実数
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
平成23年３月31日時点の人数

城東区

ホ

ホ

カ カ ふくしのまちづくり

地域で取り組まれている、心が温まる活動事例のいくつかをご紹介します。

世代を越えたつながりづくりが
地域を紡ぐ

身近な企画でグッと近づく
ご近所さんの距離

菫地域では、小学生と地域住民の世
代間交流が、もう17年続いています。こ
のうち６年生は毎年地域のボランティ
アの皆さんと一緒に、ふれあいサロン
や子育てサロン、介護予防教室などを
体験します。
「どんな子もこちらが懸命
に向き合えば必ず応えてくれる。学校
や家庭だけでない、タテ・ヨコ・ナナメ
の地域ぐるみの子育てが楽しいんで
す」とプログラムリーダーの川﨑加奈
巳さんはにこやかに話します。

地域と福祉施設の協働で
見守り力アップ↑

聖賢地域では、
「人と人とが支えあう
み ん な で つ く る ふ れ あ い 聖 賢 」を ス
ローガンに、住民同士のさまざまな交
流プログラムが実施されています。そ
の企画のひとつ「タンデム自転車試乗
会」では、普段は自転車に乗る機会のな
い障がい者も一緒に楽しく試乗でき、
好評なのだそうです。企画の仕掛人・聖
賢アクションプランプロジェクトチー
ムの伊藤春男さんは「近所の障がいの
ある人たちとも気軽にあいさつができ
るようになって嬉しい」と話します。

鯰江東地域では、地域と地元の地域
包括支援センターや特別養護老人ホー
ムとの協働のもと、訪問などを重ねな
がら、１年間かけて、独居高齢者などを
対象とした地図づくりに取り組んでい
ます。地域福祉支援員の苫野卓子さん
は「普段からの見守り活動や災害時の
助け合いなどに活かすために以前から
このような地図づくりが必要だと考え
てきました。福祉の専門機関と地域の
課題を共有することができ心強いで
す」と話しています。

障がいの有無の違いをこえて、心地よい風を楽し
みました

ある日の一コマ。牛乳パックを使った手づくり卓
球で高齢者と子どもたちが真剣勝負。
「いろいろな
交流が面白い！」と子どもたち。
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はてなワード

１ 地域福祉

6

自宅で急に具合が悪くなり、倒れるなどした場合の
もしも のときに、安全と安心を守る取り組みです。
救急搬送に必要な「かかりつけ病院」
「 持病」などの情
報を記したカードをカプセルに入れ、冷蔵庫に保管す
ることで、救急隊に必要な情報を伝え、迅速な救急活
動に役立てるものです。

地域住民や公私の社会福祉関係機関・団体など多様
な主体が、お互いに協力しあいながら、地域社会の福
祉課題の解決に取り組み、
「誰もが安心感に満ちた、自
分らしい、いきいきとした暮らしを実現できる地域コ
ミュニティ」
の姿、
またその考え方。

２ ニア・イズ・ベター

7

住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、と
いう地方分権の基本的な考え方です。

包括圏域
大阪市では、平成18年４月に施行されました「改正
介護保険法」に基づき、地域包括支援センターを、高齢
者人口概ね１万人に１か所の設置となるよう整備を進
めており、
城東区では４つの圏域に分かれています。

３ 地域福祉アクションプラン
より身近な地域での実情にあった地域福祉を推進す
るため、各区で公私協働により策定された行動計画。平
成18年度から、各区で策定されたプランに基づき、住
民主体のさまざまな取り組みが推進されています。

8

地域包括支援センター
地域で暮らす高齢者に対して継続的かつ包括的に
支援できる地域づくり（地域包括ケア）を推進する中
核的な役割を果たす機関として設置されています。主
な業務内容は、①高齢者とその家族のための身近な相
談窓口、②地域の関係機関や支援者の協力体制づく
り、
③介護予防のためのケアプラン作成です。

４ 城東区将来ビジョン
「区将来ビジョン」とは、区長が、地域としての区の
めざすべき将来像、将来像の実現に向けた施策展開の
方向性を区民の皆さまに明らかにし、区政に対する関
心や理解を深めていただくために策定するものです。
「城東区将来ビジョン」は、平成24年度から5年間の平
成29年度までを、地域としての区の将来像を見据える
期間と定めています。将来像実現に向けて、区長任期
中の平成27年度末までの施策展開の方向性を明らか
にするものですので、区の概況や特性を踏まえて将来
像を描き、その実現に向けた施策については区の特色
あるポイントに絞って策定したものとなっています。

５

安心カプセル

9

地域活動協議会
校区等地域を基本単位に、さまざまな市民活動団体
が幅広く参画し、開かれた組織運営と会計の透明性を
確保しながら地域課題に取り組む、自律的な地域運営
の仕組みです。

10 地域福祉支援員

大阪市地域福祉推進指針

城東区では、避難行動要支援者に関する情報を収集
し、
「避難行動要支援者の把握」
「関係づくり」等を行う
「地域サポーター」の役割と、各校下で行われている
「校下アクションプランプロジェクトチーム」の活動
が円滑に推進していくよう、様々な支援・活動を行う
「推進コーディネーター」の役割を担う、
「 地域福祉支
援員」
を各小学校下に配置しています。

大阪市では「新しい住民自治の実現」に向けて改革
を進めているところであり、これまで、地域福祉のあ
り方も、市役所が計画をし、区役所が取り組むのでは
なく、市民に一番身近な区において独自の取り組みを
進めるための指針として「大阪市地域福祉推進指針」
を策定しました。
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城東区保健福祉センター

社会福祉法人 大阪市城東区社会福祉協議会
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